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医工連携事業化推進事業の今後の進め方
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 我が国のものづくり技術を、医療機器に積極的に応用（新規参入や異分野展開の支援）。
 関係省（厚労省、文科省）及び関係機関（PMDA、産総研、JST、JETRO等）が連携し、開発
段階から事業化に至るまで、切れ目ないワンストップ支援を提供。加えて、地方自治体や公設試等と
連携し、地域レベルでの支援体制を強化することで、我が国の医療機器産業の裾野の拡大を図る。

高度なものづくり技術を有する中小企業と医療機関等との
連携（医工連携）により、医療現場のニーズに応える医
療機器の開発・事業化を推進。

デンタパックココロ

（社）日本歯科商工協会
（東京都）

日本歯科医学会と日本歯科医
師会、日本歯科商工協会とが
開発初期から連携し、在宅訪
問歯科診療の専用器材セットを
開発。

（株）スズキプレシオン
（栃木県）

自動車などの超微細・精密
部品の製造技術（切削加工
技術）を活かし、低侵襲な単
孔式内視鏡下手術に用いる
微細鉗子（かんし）を開発。

内視鏡下手術用の
微細鉗子

医工連携事業化推進事業
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市場探索
コンセプト設計

開発・試験

製造・サービス
供給体制

販売・
マーケティング

医療機関、コンサルタント企業・機関、販売業界、学会、金融機関・ファンド

事業・
海外戦略

生産・
知財・戦略

薬事戦略

マーケティング・
ファイナンス戦略

地域支援機関

・自治体 ・商工会議所
・公設試 等

医療機器開発支援ネットワーク（事務局：ＡＭＥＤ）

専門支援機関

・PMDA ・産総研 ・JST ・JETRO
・国衛研 ・医療機器センター 等

連携・
支援

ネットワークによる伴走コンサル（専門コンサルタントとの対面助言）
－企業・大学等に対するワンストップ支援－

上市

ものづくり技術の活用（実証事業）医療機器開発支援ネットワーク

医療機器の開発段階における諸課題（審査、知財、海外進出
等）に関するアドバイスの実施。中小企業と医療機関等との連携
（医工連携）や異業種参入、海外戦略などを支援。

《医療機器の開発例》
「実証事業」の知見・ノウハウを活用した「伴走
コンサル」により切れ目ない支援を実施



医工連携事業化推進事業の予算額及び実証事業の採択件数一覧

年度 予算額 採択件数 応募件数

平成22年度補正 30.0億円 36件 303件

平成23年度 10.0億円 12件 181件

平成24年度 25.0億円 28件 146件

平成25年度 30.5億円 13件 154件

平成26年度 30.5億円 18件 136件

平成27年度 31.9億円 23件 103件

平成28年度 35.0億円 19件 64件

平成29年度 37.1億円
(概算要求)

ー ー

計 192.9億円 149件 1,087件

 実証事業は、平成２２年度補正予算より委託事業として実施。
 年度ごとに応募要件を絞り込み、案件を精査。

3※予算額は、事業全体の予算額
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備考

補助率

補助目的

 高度なものづくり技術を有する中小企業、製販企業、医療機関等との共同体（コンソーシアム）に
より、医療現場のニーズに応える医療機器の開発・事業化を推進しているところ。平成２２年度補
正から委託費により実証事業として実施。

 これまで、中小企業等が開発・参入しやすい環境を整備するとともに、製品の上市等の成果や知財、
薬事戦略等の知見・ノウハウを十分に蓄積。モデル事業として一定の役割を果たした。

 多種多様なニーズに対応し、より一層の国産医療機器市場の拡大、海外市場の獲得等、医療機
器産業の裾野拡大を図るため、優れた医療機器の開発・事業化の加速が不可欠。

 このため、平成2９年度から「開発・事業化事業」とし、同年度新規採択分より補助事業として実施
することで予算要求中。

医療現場のニーズに応える医療機器について、も

のづくり中小企業、製販企業、医療機関等から構

成される共同体（コンソーシアム）による開発・事

業化を支援し、国産医療機器市場の拡大、海外

市場の獲得又は当該医療機器の利用による医

療費の削減を促進する。

医工連携事業化推進事業（開発・事業化事業）の補助金化について

補助事業により取得した財産は補助事業者に帰属

することから、これまで委託事業終了後に行っていた

機器・設備の買い取り等に係る手続きは不要となる。
企業：２／３（予算要求中につき調整中）
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補助対象経費上限額・実施期間

 補助対象経費上限額 ：８，０００万円

※非医療機器 ：５，０００万円

※治験を実施する年度：１億円

 実施期間：最長３年



販売

申請

医療機関

ニーズの提供
臨床エビデンスの構築
開発機器の導入・普及

大学・研究所

基盤研究
技術シーズの提供
有効性、安定性等の検証
材料評価

製販企業
（事業期間中の
取得予定も可）

製品化・事業化
知財のとりまとめ
薬事・市場化を見据えた他
機関への助言

ものづくり
中小企業

試作品の開発・作成
技術・技能の提供
部品の供給
生産プロセスの確立

医薬品医療機器総合機構（PMDA）
米国食品医薬品局（ＦＤＡ）

第三者認証機関等

承認
認証

共同体（コンソーシアム）の構成について

6
顧客（国内、海外）

卸企業、代理店医工連携支援機関

独自の支援
事業管理機関として自らもコン
ソーシアムに参加し、全体をコー
ディネートする場合もあり

必須

 共同体（コンソーシアム）の代表機関を、①ものづくり中小企業又は②製販企業（事業期間中の製
販業許可取得予定含む）とする（AMEDを通じて、代表機関に一元的に補助金を交付）。

 共同体参画必須は①ものづくり中小企業、②製販企業、③医療機関 とする。
※①＝②の場合も可

 製販企業は原則必須（製販業許可申請を予定し、事業期間中に取得する場合は可）。

共同体

国
日本医療研究
開発機構
（AMED）

補助 補助(2/3）
※調整中

必須

必須



市場の
見極め

基本戦略
の

明確化

開発戦略の
検討・実施

試作機開発

非臨床試験

臨床評価

安全性試験

量産試作

治験

薬事の検討

体制の構築

知的財産のマネジメント

販売・物流戦略の立案

薬事相談

知財相談

市場評価

特許申請

学会連携・普及

開発・試験体制

医
療
現
場
課
題

試
作
機
作
成
・
検
討

市
場
探
索

コンセプト
設計

開発・試験
製造・
サービス
供給
体制

販売・
マーケ
ティン
グ

上
市

医工連携事業化推進事業（開発・事業化事業）における支援の範囲

※塗りつぶし部分（緑色）は経費的な支援対象

製造・サービス供給体制

販売アフターフォロー体制

 医療機器開発関連経費だけでなく、治験経費、薬事相談経費等も支援の範囲。
 事業実施において、薬事、知財、販売等の課題に対し、専門コンサルタントとの対面助言（伴走コン
サル）を受けることが可能。

 本事業の交付実績のある中小企業者には、中小企業技術革新制度（SBIR制度）による各種支
援を受けることが可能（日本政策金融公庫の低利融資、特許料減免措置等）。

《医工連携事業化推進事業の内容》

7
開発・事業化事業の基本的な範囲

量産対応

薬事申請



医工連携事業化推進事業（開発・事業化事業）
平成２９年度公募等スケジュール（見込み）

 公募：平成２９年２月～３月

※経産省、ＡＭＥＤ、ＭＥＤＩＣのウェブサイトに掲載

→ http://www.med-device.jp/ 

 公募説明会：平成２９年２月中旬～下旬

 採択審査：平成２９年４月～６月

 採択：平成２９年６月下旬～７月上旬

 採択後３回、専門コンサルタント等による対面助言、進捗管理（伴走コンサル）実施

 継続審査：平成３０年２月頃

• 公募：平成２８年２月３日～３月３１日

• 公募説明会：平成２８年２月１５日～２４日に全国１０カ所で開催

• 採択：ＡＭＥＤにおいて、採択審査（書面審査、ヒアリング審査）を経て、平成２８年

７月１２日付で公表

• 専門コンサルタント等による対面助言、進捗管理（伴走コンサル）を実施（３回）

• 継続審査：平成２９年２月頃予定

【平成２８年度の例】
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医療機器開発支援ネットワーク

 平成26年10月に、「医療機器開発支援ネットワーク」を立ち上げ。

 AMEDを事務局として、事務局サポート機関と71の地域支援機関に「ワンストップ窓口」を設置。

 相談件数は約1,100件に達し、このうち、伴走コンサルは約350件。

 異業種（電機電子・自動車部品・化学・光学・製薬等）から相談増。

 地域支援機関と連携し、伴走コンサルの地方開催（秋田、仙台、群馬、つくば、京都、広島、鳥取等）も開始。

市場探索
コンセプト設計

開発・試験

製造・サービス
供給体制

販売・
マーケティング

事業・
海外戦略

生産・
知財・戦略

規制対応

マーケティング・
ファイナンス戦略

地域支援機関

・自治体 ・商工会議所
・公設試 等

医療機器開発支援ネットワーク（事務局：ＡＭＥＤ）

専門支援機関

・PMDA ・産総研 ・JST ・JETRO
・国衛研 ・医療機器センター 等

連携・
支援

ネットワークによる伴走コンサル
（企業・大学等に対するワンストップ支援）

上市
「実証事業」のノウハウを活用した「伴走
コンサル」により切れ目ない支援を実施

伴走コンサル
地方開催

医療機関、コンサルタント企業・機関、販売業界、学会、金融機関・ファンド

【北海道・東北地区】
○北海道立総合研究機構 ○青森県
○いわて産業振興センター ○インテリジェン
ト・コスモス研究機構 ○秋田県 ○山形県
産業技術振興機構 ○ふくしま医療機器産
業推進機構

【近畿地区】
○滋賀県産業支援プラザ
○京都リサーチパーク ○大阪商工会議所
○先端医療振興財団
○奈良県地域産業振興センター
○わかやま産業振興財団

【信越・北陸地区】
○にいがた産業創造機構 ○富山県新世紀産業機構
○石川県産業創出支援機構 ○ふくい産業支援センター

【中部地区】
○やまなし産業支援機構
○長野県テクノ財団
○岐阜県研究開発財団
○静岡産業振興協会
○名古屋商工会議所
○三重県産業支援センター

【関東地区】
○つくば研究支援センター
○栃木県産業振興センター
○群馬県産業支援機構
○埼玉県産業振興公社
○千葉県産業振興センター
○大田区産業振興協会
○神奈川科学技術アカデミー

【四国地区】
○とくしま産業振興機構
○かがわ産業支援財団
○えひめ東予産業創造センター
○高知県産業振興センター【九州地区】

○福岡県
○佐賀県地域産業支援センター ○くまもと産業支援財団
○大分県 ○宮崎県 ○鹿児島県 ○沖縄県産業振興公社

医療機器生産額

【中国地区】
○鳥取県産業振興機構
○しまね産業振興財団
○岡山県産業振興財団
○ひろしま産業振興機構
○山口県産業技術センター

主な地域支援機関

(平成28年10月7日時点)
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医療機器の事業化において陥りやすい失敗例

◆以下のようなお悩みをお持ちの方、ぜひ、ご相談を！（相談方法は次頁参照）

 医療機器分野へ参入したいが、どうすれば良いか分からない。
 （想定している）医療現場の課題・ニーズが本当に正しいのか分からない。
 事業化に向けて開発戦略や医薬品医療機器法・製品の許認可への対応方針等を検討しているが、それが適切
なのか分からない。

 試作品を作ってみたが、事業化の方向性が妥当かどうか確認したい。

市場ニーズとの不一致 ビジネスとして成立しない

• 自社の技術力に自信を持つものづくり企業が、技術
シーズを起点に医療機器を開発。

例1:医療現場からは「ローテクでも安価な製品を」という
ニーズを製品コンセプトに反映しなかった。

例2:画期的な医療機器であるほど審査対応や販路開
拓が困難となるにもかかわらず、「優れた製品 は自然
と売れる」といった過信で開発を推進。

• 結果的に、上市できない、上市しても売れない機器に
なってしまう・・・

• 医師からの「このアイデアを製品化すれば間違いなく売れ
る」という言葉を過信し、医療機器を開発。

例1:他の医師の評価を取り入れなかったため、その医師
以外は誰も評価（購入）しないニッチ製品に・・・

例2:「もっと良いものが出来る」と医師に言われ、改良に次
ぐ改良が続き、開発コストが膨大に・・・
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ステップ１

医療機器開発支援ネットワークの活用方法
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相談の流れ 相談申込（ワンストップﾟ窓口） まずは、お問合せください！

URL： http://www.med-device.jp/ （※トップページから、メニュー「開発支援ネットワーク」を選択）
Email：kikinet@mri.co.jp   TEL：03-6705-6181

ワンストップ窓口は医療機器開発支援ネットワークの事務局サポート機関、地域支援機関になります。
ご相談いただくにあたっては、事務局サポート機関と機密保持契約を締結させていただきます。

事前面談（カルテ作成） 相談事業者様のニーズや相談内容を具体的に整理させていただきます。
あらためてご相談内容をお伺いする場（テレビ会議・電話会議・対面）を設けさせていただき、相談事業者様の状
況を把握した上で、伴走コンサルにつなぎます。

ステップ２

ステップ３

伴走コンサル ご相談内容や開発フェーズに合わせて支援します。

◆多様な専門家による
伴走コンサルを実施します。

◇事業者とともに、今後考え
るべき事項や事業化までの
道のりを整理します。

◆個別課題に精通した
専門家による個別伴走コン
サルを行います。

◇個別課題の解決に向けて
解決方法・解決手段等を
アドバイスします。

◆具体的な支援サービスを
ご紹介します。

◇業界団体、商談会、セミナー、 イ
ベント、地域の支援機関、民間支
援機関等につなぎます

◆事業化の方向性を確認したい

・製品イメージはあるが、事業化の
方向性は正しいか？
・販売戦略を見据えた薬事戦略
はどう考えればよいか？

◆ 個別課題を解決したい

・薬事申請のクラスを確認したい
・材料・技術の適合性を評価したい
・業許可を短期間で取得したい

◆出会いの場を探したい

・医療現場のニーズを知りたい
・開発した機器の販売戦略に
ついて相談したい

的
確
な
事
業
化
を
実
現



 事務局サポート機関
株式会社三菱総合研究所（国立研究開発法人日本医療研究開発機構から委託）

 連絡先

医療機器開発支援ネットワークポータルサイト MEDIC http://www.med-device.jp/ 
Email：kikinet@mri.co.jp TEL：03-6705-6181
三菱総合研究所 医療機器イノベーション事業チーム
東京本社 〒100-8141 東京都千代田区永田町二丁目10番3号
関西センター 〒530-0011  大阪市北区大深町4番20号（グランフロント大阪 南館 タワーA 17階）

http://www.med-device.jp/
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医療機器開発支援ネットワークへのお問合せ



項 目
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 医工連携事業化推進事業について

 開発・事業化事業～補助金化について～

 医療機器開発支援ネットワーク

 アイデアボックスの活用

 （参考）部材供給ガイドブック

医薬品・医療機器法による規制

医療機器の審査の流れ

日欧米審査機関の比較



臨床ニーズを抽出するスキーム

 臨床現場のニーズを踏まえた医療機器の開発を加速すべく、 ①日頃の医療行為から生まれる改良
ニーズや②医療機関における高度かつ革新的な臨床ニーズを抽出

 抽出したニーズは、AMEDに設置する「臨床ニーズ抽出委員会」により事業性を加味して
練り上げ、支援事業や企業とのマッチングに繋げる。

AMED (臨床ニーズ抽出委員会)

日本医師会

支援事業

企業マッチング

「未来医療を実現する医
療機器・システム研究開
発事業」のテーマ候補

外部有識者からなる委員会にて、事業
性を加味しニーズを練り上げる。

× 極細内視鏡
○ 姿勢制御カプセル

内視鏡
知財あり
△△社も興味あり

医療機器開発支援窓口から開発
アイデアやシーズを登録

地域支援機関による医師
の臨床ニーズと企業のシー
ズとのマッチング

消化管内視鏡検査
を苦痛無くできないか

腹部消化管の狭窄治療
に生体吸収性ステントを
利用できないか。

医療機関

臨床現場でのニーズ抽出

アイデアボックスによるニーズ登録

https://www.med-device.jp/db/
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ニーズの登録から橋渡しまでの流れ

16



出典：「アイデアボックス活用セミナー」説明資料
※MEDIC（医療機器開発支援ネットワークポータルサイト）内「重要な お知らせ」
の2016年8月4日分に、同説明資料の全体を掲載。 17



http://www.med-device.jp/

アイデアボックス（MEDIC）による臨床ニーズ収集・提供

medic で検索

「医療機器開発支援ネットワーク
ポータルサイト」

「医療機器アイデアボックス」

又は

18

・医療従事者による医療現場のニーズの提供
・AMEDに設置された臨床ニーズ抽出委員会で練り上げた開発・事業化に有効な医療現場のニーズ情報
の閲覧は、次の「ＭＥＤＩＣ（医療機器開発支援ネットワークポータルサイト）」にアクセスしてください。
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 医工連携事業化推進事業について

 開発・事業化事業～補助金化について～

 医療機器開発支援ネットワーク

 アイデアボックスの活用

 （参考）部材供給ガイドブック

医薬品・医療機器法による規制

医療機器の審査の流れ

日欧米審査機関の比較



医療機器の部材供給に関するガイドブック

 医療機器分野への異業種からの参入や、部材供給を後押しするため、経済産業省は、
部材供給企業と医療機器メーカーの双方が留意すべき事項について、ガイドブックを作
成し、公表（2011年3月）。2017年1月改訂予定。
→http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g110407aj_02.pdf

供給者：
部材供給企業
（部材・加工）

医薬品医療機器法の規制範囲

○ 部材供給企業は、医療機器メーカーに部材（医
療機器以外）の供給を行う場合、医薬品医療
機器法上の規制は適用範囲外。

○ 部材供給企業は、医療機器メーカーの仕様に基
づいて部材を供給した場合、供給した部材に欠陥
が生じた場合でも、部材供給企業に過失がない
限り免責される。

○ 部材供給企業と医療機器メーカー間の契約書に
関する主な留意事項。
・部材の仕様
・部材の変更または製造中止等の取り扱い
・リスクシェアリング
・紛争解決の手段

医療機器メーカー：
医療機器製造販売業
医療機器製造業

医療機器販売業

20

部材供給ガイドブックで取り扱う範囲 ガイドブックのポイント

（参考）



医薬品・医療機器法による規制

一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器

クラス Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

リスクに
よる分類

人の生命及び健康に影響を与えるお
それがほとんどない

ヒトの生命及び健康に影響を与えるお
それがある

人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある

販売業
届出 高度管理医療機器販売業 許可

製造販売業
※1 第三種医療機器製造販売業 許可 第二種医療機器製造販売業 許可 第一種医療機器製造販売業 許可

製造業 ※2 登録 （法改正に伴い、 「許可」から簡略化）

医療機器の
手続き

認証基準があるものは、民間の登録認証機関による
第三者「認証」が可能。その他は、「承認」。

（法改正に伴い、クラスⅢの一部で「認証」が
可能）

品目毎に、品質、性能、効能効果、安
全性等をＰＭＤＡ（独立行政法人）
が審査

医療機器
の例

・電動式患者台 ・聴診器
・血圧計 ・メス ・はさみ

・Ｘ線診断装置 ・ＭＲＩ ・内視鏡
・造影剤注入装置 ・電子体温計

・心臓用カテーテル ・中心静脈カテーテル
・機械式人工心臓 ・人工心臓弁 ・放射線治療装置

医薬品・医療機器法（平成２６年１１月２５日施行）では、医療機器を人体への危険度が低いものから、
一般医療機器・管理医療機器・高度管理医療機器の３分類に分かれる（国際分類では４段階）。

「承認」「届出」 「認証」 or 「承認」

※1：自社製造／委託製造が可能。いずれも「許可」。 ※2：受託製造のみ可能。
21

（参考）



クラスIV
高度管理医療機器

医療機器の審査の流れ

承
認

クラスI
一般医療機器

製造販売届
PMDA

認証申請
登録

認証機関

QMS
適合性
調査申請

認
証

QMS
適合性
調査申請

承認申請
PMDA

なし

ありクラスII
管理医療機器

認証
基準

なし

ありクラスIII
高度管理医療機器

認証
基準

 医療機器の審査は、クラス分類及び認証基準の有無により異なる。

 QMS適合性調査では、医療機器を製造している国内外の製造所に対し実地調査を実施。

(QMS：医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準）
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例：画像診断機器（ＭＲI・超音波診
断装置）、補聴器、電子体温計等

例：コンタクトレンズ、人工骨、
透析装置等

例：メス・ピンセット・はさみ、
家庭用救急絆創膏、注射針等

例：ペースメーカー、人工心臓、心臓
弁、ステント等

13機関
(外資系7機関)

製造及び品質管理
の基準適合性調査

製造及び品質管理
の基準適合性調査

血液フィルタ、超音波治療器、
連続測定電子体温計、脳波計等

汎用輸液ポンプ、
インスリンペン型注入器、
ヘパリン使用人工心肺回路用血液フィルタ等

（参考）



日本 米国 欧州

法律 医薬品医療機器等法 連邦食品、医薬品及び化粧
品法（FD&CA）

医療機器指令（MDD, IVDD, 
AIMD）

審査
組織

医薬品医療機器総合
機構 (PMDA：820
名)
第三者認証機関

米国食品医薬品局（FDA: 
14,648名）
第三者認証機関

欧州医薬品庁（EMA: 約750名）
各国の所轄官庁（独ZLG,英
MHRA, 仏AFSAAPSなど）
CE審査は第三者認証機関

クラス
分類

I、II、III、IV
基準あり：認証申請
基準無し：承認申請

I、II、III
基準あり：510(K)
基準無し：PMA

I、II a、II b、III
基準あり：適合性を判断
基準無し：MEDDEVで審査

保険 主に公的健康保険 主に民間保険（高齢者や低
所得者は公的健康保険）

各国で制度が異なる
国ごとに申請が必要

補足 民間の認証機関による「ＣＥマー
ク」を取得することで医療機器の販
売が可能

日欧米審査機関の比較（PMDA、FDA、CEマーク）

 日本では、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA)が医療機器の審査関連業務を実施。
 米国では、FDA（連邦食品医薬品庁）が医療機器の審査を実施。
 欧州では、民間の認証機関による「ＣＥマーク」を取得することで医療機器の販売が可能。

[規格基準あり]：基準適合性を判断。 [規格基準なし]：EUの医療機器ガイダンス(MEDDEV)に基づき審査。
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（参考）


